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※ 今号のコラム 

「小林一茶の相続争いについて」 

 
 
Ⅰ.  はじめに 

 

非上場会社の株式を後継者に承継させる際に、相続税や贈与税の課税を受けることが

あります。この場合に問題となるのが、税額算定の基礎となる非上場株式の相続税法上

の財産評価です。財産評価において用いられるべき評価方式は、実務上、財産評価基本

通達（以下「財基通」といいます。）にしたがって決まることとなります。 

ところが、非上場株式の評価方式をめぐっては、納税者に有利となる特例的評価方式

が認められるか否かに関し、納税者と課税当局の見解が対立することがあり、税務調査

はもちろん、国税不服審判や税務訴訟に発展するケースも珍しくありません。本ニュー

スレターでは、非上場株式の特例的評価方式に関する財基通の規定とこの論点の最新裁

判例の一つである東京地判平成 29 年 8 月 30 日を簡単に解説した上、この判決から示

唆される実務上のポイントを解説します。 

 

Ⅱ. 非上場株式の特例的評価方式 
 

非上場株式の評価方式には、大きく分けて原則的評価方式と特例的評価方式がありま

す。 

原則的評価方式としては、類似業種比準方式、純資産価額方式、類似業種比準価額と

純資産価額の併用方式が定められています。どの方式を用いることができるかは、会社

規模（大会社、中会社、小会社の別）や、会社の特徴（株式保有特定会社に該当する場

合等）によって異なります。 

これに対して、特例的評価方式としては、配当還元方式が定められています。一般的

に、配当還元方式を用いた方が、類似業種比準方式や純資産価額方式を用いる場合より

も評価額は小さくなり納税者に有利になります。このため、納税者としては、相続の発

生や贈与の実行に前もって、特例的評価方式を活用できる可能性を検討しておくことが

合理的となります。 

どのような場合に特例的評価方式を利用できるかは、評価会社における同族株主の有
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無によってまず区別されます。「同族株主」とは、課税時期における評価会社の株主の

うち、株主の 1 人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が当該評価会社の議決権

総数の 30%以上である場合における当該株主及びその同族関係者をいいます（財基通

188（一））。また、「同族関係者」に該当するかは、ある株主が他の法人を支配している

かどうかに着目して要件が細かく規定されていますが（法人税法施行令 4 条 3 項）、特

定の個人又は法人との間で同一内容の議決権を行使する同意がある場合には、議決権を

合算したうえで支配しているかどうかを判断することとされています（法人税法施行令

4 条 6 項）。 

同族株主が存在する評価会社の場合、概ね、同族株主以外の株主が取得した評価会社

の株式については、特例的評価方式を利用することが可能です（財基通 188（二））。他

方で、同族株主が存在しない評価会社の場合、概ね、評価会社の議決権割合が 15%未満

のグループに属する株主が取得した評価会社の株式については、特例的評価方式を利用

することが可能です（財基通 188（三））。 

 

Ⅲ.  東京地判平成 29 年 8 月 30 日 
 

1．同一内容の議決権を行使する合意の有無 
 

東京地判平成 29 年 8 月 30 日の事案では、納税者が同族株主にあたるかが問題と

なり、国は、納税者と特定の法人との間で同一内容の議決権を行使することの同意が

あったと主張していました。このため、同一内容の議決権を行使する同意が証拠上認

められるか否かが事実認定上の争点の一つとなりました。 

この事案の裁決例である国税不服審判庁裁決平成 23 年 9 月 28 日においては、納

税者と特定の法人との間で同一内容の議決権を行使することの同意が認定され、納税

者が同族株主にあたるとの国の主張が認められていました。しかし、東京地判平成

29 年 8 月 30 日においては、慎重な証拠調べと事実認定が行われた結果、かかる同意

は認定されず、納税者は同族株主にはあたらないと判断されました。 

 

2．「特別の事情」の有無 
 

東京地判平成 29 年 8 月 30 日の事案において、東京地裁は、「評価通達の定める評

価方法が、当該財産の時価を算定する方法として一般的な合理性を有するものであれ

ば、その評価方法によっては適正な時価を算定することができない特別な事情のない

限り、その評価方法によって算定された価額は、当該財産の時価として適正なもので

あると認めるのが相当」と説明し、「特別な事情」が認められる場合には財基通が定

めた評価方式によらないことを許容しています。そもそも財基通には「この通達の定

めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指

示を受けて評価する。」との規定があり（財基通 6、いわゆる「総則 6 項」）、通達の
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適用に例外が認められています。東京地判平成 29 年 8 月 30 日は、総則 6 項に言及

していないものの、総則 6 項と共通する考え方を採用しているものと考えられます。 

東京地判平成 29 年 8 月 30 日は、配当還元方式は、「事業経営への影響力の小さい

同族株主の一部や従業員株主等の少数株主においては、会社支配力が小さく、単に配

当を期待するにとどまるという実情があることから、評価手続きの簡便性をも考慮し

て」認められている評価方式であると指摘した上、「特別の事情」の有無の判断にお

いて、評価会社の事業経営への影響力の有無や程度について検討を行っています。し

たがって、財基通によれば配当還元方式が認められる場合であっても、評価会社の事

業経営への影響力が大きいと認められるような場合には、配当還元方式によるべきで

はない「特別な事情」が認定され、原則的評価方式（東京地判平成 29 年 8 月 30 日

の事案であれば類似業種比準方式）に基づいて評価すべきことになります。 

国は、納税者が、被相続人が確立していた評価会社の実効支配体制を引き継いだこ

と等の事情を主張し、「特別の事情」の存在を主張していました。しかし、東京地裁

は、会社の意思決定と代表取締役にある個人（納税者）の意思決定を当然に同一視す

ることはできないと指摘した上で、評価会社においては定期的に経営会議や役員会が

開催されており、代表取締役（納税者）への反対意見が表明されることもあったこと、

支店長への決裁権限の委譲や支店長からの意見聴取の実施状況からして、支店等にお

いて相当程度代表取締役（納税者）から独立した意思決定がされていたことを認定し、

国が主張した「特別な事情」の存在を認めませんでした。また、他の株主を介した評

価会社の実効支配体制についても、東京地裁は、上記Ⅲ1．で前述したとおり他の株

主との間での同一内容の議決権を行使することの同意の存在を認定しなかったほか、

評価会社内での人事権を活用した他の株主への影響力行使の事実も認定せず、国が主

張した「特別な事情」の存在を認めませんでした。このため、国の主張は退けられ、

納税者が主張していた配当還元方式による株式評価が認められました（国は控訴せず、

判決は確定しています。）。 

 

Ⅳ.  実務上のポイント 
 

まず、一般的に、裁判所においては、国税不服審判所よりも丁寧かつ慎重な証拠調べ

と事実認定が行われます。このため、東京地判平成 29 年 8 月 30 日のように、裁決と

異なる納税者に有利な事実認定が判決で示されることもあります。本判決は、税務調査

や裁決において国側に有利な事実認定がされた場合であっても、裁判所においてしっか

りと争えば、納税者側に有利な事実認定が得られる可能性があることを示しています。 

次に、税務紛争の予防の観点からは、同一内容の議決権を行使することの同意の存在

が疑われるような文書その他の資料を不用意に作成しないことが重要です。また、評価

会社の事業経営への影響力が大きいと認定されないためには、あらかじめ、権限の所在

や意思決定プロセス等のガバナンス体制について適切な見直しを行った上、議事録の内

容やその作成方法の点検、報告書や決裁文書などの作成や保管をしっかりと行っておく
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ことが重要となります。 

 

今号のコラム：  

小林一茶の相続争いについて 

                         弁護士 奥田隆文 

「痩蛙 負けるな一茶 これにあり」「雀の子 そこのけそこのけ お馬が通る」「やれ打

つな 蠅が手をすり 足をする」などの俳句で有名な小林一茶は、北信濃の出身で、本名

を小林弥太郎といいます。江戸時代を代表する俳諧師として、生涯に 2 万句を超える俳句

を残し、松尾芭蕉、与謝蕪村と並ぶ三大俳人の一人と言われています。厳しい風土の中で

生きる農民の牧歌的な視点、人情味あふれる素朴で抒情的な表現やユーモラスな描写など

が多くのファンに親しまれています。しかし、この一茶には、複雑な家庭環境を背景にし

た「弥太郎」という別の顔も見られます。今回は、この弥太郎こと一茶を巡る相続争いを

取り上げます。 

 一茶は、1763 年に北国街道の宿場町であった柏原宿（現在の長野県北水内郡信濃町柏原。

長野市の北方で、周辺には野尻湖、黒姫山などがあります）で、中規模の自作農の長男と

して生まれました。幼少期に生母を失い、8 歳のときに迎えた継母との折り合いが悪く、仙

六という弟が生まれ、また、母親代わりの良き理解者であった祖母も他界した後、15 歳で

江戸に奉公に出されることになりました。「我と来て 遊べや 親のない雀」という句は、

一茶のこのような境遇を考えると、切なさすら覚えます。奉公先での苦労も大きかったこ

とでしょう。「一茶」という俳号は「頼るものもない漂泊の身であり、茶の泡のように消え

やすい」という意味で自ら名付けたそうです。しかし、江戸で習い始めた俳句の世界では

次第にその名が知られるようになりました。その後、一茶が 38 歳の時に父が病に倒れ、一

茶は、直ちに帰郷して献身的に看病しました。そして、遺産の全てを兄弟に折半して相続

させるという父の遺言が残されたのです。一茶がこの遺言を入手した経緯は必ずしも明ら

かにはなっていません。しかしその結果、現代でもしばしば見られるような相続を巡る人

間臭い争いが繰り広げられることになりました。父の最後を看取った一茶は、遺言どおり

に遺産を折半すべきであると主張し、弟の方は、父と共に家産を増やしたのは自分達であ

り、故郷を離れて江戸で暮らしていた兄と折半というのは不当であると主張したのです。

この争いが最終的に解決したのは13年後のことでした。話し合いは当初なかなか進展せず、

思い余った一茶は役所に訴え出ようとしたのですが、本家の当主や村役人である名主が取

りなし、仲裁人となって、遺言をベースにした遺産分割が取り決められました。ところが、

争いはこれだけでは決着しませんでした。一茶は、父の死後、弟が遺言の内容を履行しよ

うとせず、明け渡しなどを遅滞させたと主張して、さらにその間の利得を金銭で支払うよ

うに求めたのです。そこで、今度は、小林家の菩提寺の住職が仲裁人となって、一茶に請

求額を譲歩させる一方、弟には利得分の金銭を支払わせるという内容の和解（当時は「内

済」と言いました）により解決することになりました。既に 52 歳になっていた一茶は、帰

郷して、64 歳で亡くなるまでの第二の人生を柏原で送ることになりました。「名月を 取っ

てくれろと 泣く子かな」という句などは、一茶のその後の平穏な暮らしぶりを窺わせる
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ものです。しかし、妻子が早世するなど、家庭生活という面では不遇なものであったとも

言われています。 

「めでたさも 中くらいなり おらが春」「これがまあ 終の棲み家か 雪五尺」は、晩

年における一茶の諦観を感じさせるものであり、しみじみとした情感が伝わる名句です。 

高橋敏「一茶の相続争い 北国街道柏原宿訴訟始末」（岩波新書）には、一茶の相続争い

と江戸時代の地方における紛争解決の実情について詳細な事例の紹介と分析がされていま

すので、興味のある方はこちらもご参照ください。 

皆様にとって来年が佳い年になるよう心よりお祈りしています。 

  

 

セミナー情報 
 セミナー 『企業の税務・法務担当者＆プライベート・バンカーのための 

最新タックス・ヘイブン対策税制の解説～施行目前の改正法や 

デンソー事件を踏まえた今後の海外戦略～』 

開催日時 2018 年 1 月 10 日（水）13:30～16:30 

講師 栗原 宏幸 

主催 株式会社 金融財務研究会 

 

 セミナー 『役員インセンティブ報酬の設計に関する法務・税務の一体的解 

説～平成 29 年度税制改正や関連法制の整備ほか最新動向への 

対応～』 

開催日時 2018 年 1 月 18 日（水）14:00～17:00 

講師 奥山 健志、酒井 真 

主催 株式会社 経営調査研究会 

 

文献情報 
 論文 「有償ストック・オプションは報酬？ASBJ 公開草案が投げか 

ける「報酬」の意義」 

掲載誌 BUSINESS LAWYERS（2017 年 10 月 30 日） 

著者 大石 篤史（共著） 
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